
稲葉商事
テキスト ボックス
有限会社　稲葉商事270-2253　千葉県松戸市日暮5-239TEL　047-385-6261　FAX　047-385-7970http://inabashoji.com/  info@inabashoji.com

稲葉商事
テキスト ボックス
7/7



価 格 600万円
⼟地⾯積 公簿 73.01㎡

坪単価 @27.17万円
最適⽤途 住宅⽤地
都市計画 市街化区域
⽤途地域 ２種低層

地 ⽬ 宅地
建ぺい率/容積率 50% 100%

■所在地：千葉県松⼾市⼤⾦平４丁⽬ ■⼟地権利:所有権■私道⾯積（共有
持分）:14.00㎡■引渡条件:相談■現況:建物有■引渡し:相談■取引態様:専
任媒介■設備:都市ガス,電気,上⽔道,下⽔道

流鉄流⼭線 ⼩⾦城趾 徒歩3分

物件番号：69575995049

価 格 600万円
間取り 3DK

建物構造 ⽊造
⼟地⾯積 公簿 73.01㎡

私道⾯積
（共有持分） 14.00㎡
階 建 2階建
築年⽉ 1976年04⽉

⼟地権利 所有権

■所在地：千葉県松⼾市⼤⾦平４丁⽬ ■建物名：⼤⾦平４丁⽬ ■都市計画
:市街化区域■⽤途地域:２種低層■地⽬:宅地■地勢:平坦■現況:空家■引渡
し:相談■取引態様:専任媒介■主要採光⾯:南東向き

流鉄流⼭線 ⼩⾦城趾 徒歩3分

物件番号：69575996080

賃 料 18.00万円
専有⾯積 178.54㎡

礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 2ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 10,000円/⽉
築年⽉ 1999年02⽉

エレベーター付いてます 使いやすい間仕切り部屋仕様です

■所在地：千葉県柏市⾼⽥ ■建物名：⾼地ビル ３Ｆ ■建物構造:鉄⾻造■
階建/階:4階建 3階部分■備考:駐⾞場２台、空きあります！■賃貸保証:加
⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額８０％ ⽉々賃料総額３．２％■契約期
間:3年■引渡し:相談■現況:空■取引態様:媒介■駐⾞場有(6,480円/⽉)

つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス 徒歩22分

物件番号：56254150001

賃 料 15.00万円
専有⾯積 60.00㎡

礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 3ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 10,000円/⽉ 共益費なし 雑費なし

築年⽉ 1971年10⽉

駅から３分！商店街です♪ 業種ご相談のります！！

■所在地：千葉県松⼾市常盤平５丁⽬ ■建物名：信功ビラハイム ２階 ■
建物構造:鉄⾻造■階建/階:7階建 2階部分■備考:現在、整体の店舗です！ 
マッサージ店や塾に最適です！！■保険等:要■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸
保証 初回家賃総額８０％ ⽉々賃料総額３．２％■契約期間:3年■引渡
し:相談■現況:空■取引態様:専任媒介■特徴:スケルトン■設備:トイレ,エレ
ベーター

新京成電鉄 五⾹ 徒歩3分

物件番号：69591643058

賃 料 100,000円
建物名 エノモトビル 301

間取り/専有⾯積 3SLDK 86.00㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費なし

広々３ＳＬＤＫ ロフト付き♪ 事務所、教室など相談可。

■所在地：千葉県松⼾市常盤平柳町 ■建物構造:ＲＣ■階建/階:3階建 3階部分■築年
⽉:1989年04⽉■備考:事務所などは敷⾦プラス１ヶ⽉ ホームマイスター２４ ２年間
１５，０００円 初期費⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■保険等:要 2年15,000円■
賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■契約期間:
2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居⽇:相談■現況:空家■取引態様:専任媒介■駐⾞場近
有(10,000円/⽉)■特徴:事務所使⽤可,⽇当り良好,⾓部屋■設備:Ｂ・Ｔ別室,シャワー,
追焚機能,洗⾯台,ガスコンロ可,シューズボックス,室内洗濯機置場,都市ガス,出窓,モニ
タ付インターホン,⽕災警報器（報知機）,ワイドバルコニー

新京成電鉄 ⼋柱 徒歩7分

物件番号：32021098001

賃 料 10.00万円
専有⾯積 33.00㎡

礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等
築年⽉ 1984年04⽉

電⾞からよく⾒えます。 郵便局の前で宣伝効果バッチリ

■所在地：千葉県松⼾市⽇暮２丁⽬ ■建物名：⼩⽥店舗 1F ■建物構造:⽊
造■階建/階:2階建 1階部分■備考:ガス使⽤しない⽅でお願いします。■保
険等:要■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額８０％ ⽉々賃料
総額３．２％■契約期間:3年■引渡し:相談■現況:居住中■取引態様:専任
媒介■飲⾷店不可■設備:トイレ

新京成電鉄 ⼋柱 徒歩1分

物件番号：31627584001

有限会社稲葉商事
〒270-2253 千葉県松⼾市⽇暮５丁⽬２３９
TEL:047-385-6261 FAX:047-385-7970 定休⽇：⽔曜⽇

千葉県知事免許（８）第８５２９号

info@inabashoji.com
この図⾯は物件情報の⼀部を抜粋して掲載しております。付帯条件や別途料⾦等が発⽣する場合もありますのでご確認ください。図⾯と現況が異なる場合は、現況を優先します。

売地 売⼾建住宅

貸店舗・事務所(⼀部) 貸店舗(⼀部)

貸マンション 貸事務所(⼀部)



賃 料 9.80万円
専有⾯積 66.00㎡

礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 共益費1,000円/⽉
築年⽉ 1984年01⽉

飲⾷、も相談可。 ⼤きく値下げしました。

■所在地：千葉県松⼾市⽵ケ花 ■建物名：阪本ビル ■建物構造:鉄⾻造■
階建/階:3階建 1階部分■備考:共益費は⽔道代です。■賃貸保証:加⼊要 ⽇
本賃貸保証 初回家賃総額８０％ ⽉々賃料総額３．２％■契約期間:3年
■引渡し:即時■現況:空■取引態様:専任媒介■特徴:⾓部屋■設備:トイレ,プ
ロパンガス,ＣＡＴＶ,シャッター⾬⼾

新京成電鉄 松⼾ 徒歩11分

物件番号：45762476001

賃 料 90,000円
建物名 ⽮野Ｍ 201

間取り/専有⾯積 4LDK 102.00㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 雑費なし

⼤家族向きです！！ スーパー徒歩圏内。⽔道代無料♪

■所在地：千葉県松⼾市⽇暮３丁⽬ ■建物構造:ＡＬＣ■階建/階:4階建 2
階部分■築年⽉:1977年10⽉■備考:敷⾦償却です。■保険等:要 2年15,00
0円■賃貸保証:加⼊要 全保連 ⽉額総額８０％〜■契約期間:2年■更新料:
新賃料 1ヶ⽉■⼊居⽇:相談■現況:空家■取引態様:媒介■駐⾞場近有(10,8
00円/⽉)■特徴:⽇当り良好,振分■設備:Ｂ・Ｔ別室,追焚機能,温⽔洗浄便座,
洗⾯所,都市ガス,エアコン,エアコン２台以上

新京成電鉄 ⼋柱 徒歩4分

物件番号：69590200065

賃 料 8.80万円
専有⾯積 17.00㎡

礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費なし 雑費なし
築年⽉ 2016年10⽉ 新築

■所在地：千葉県柏市柏７丁⽬ ■建物名：新築１Ｆ店舗・事務所 柏７丁
⽬ １６号線⾓地 ⽬⽴ちます ■建物構造:⽊造■階建/階:1階建 1階部分
■⼟地⾯積:公簿 33.00㎡■⽤途地域:準住居■保険等:要■賃貸保証:加⼊要 
相談■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■引渡し:相談■現況:未完成■取
引態様:専任媒介■駐⾞場有(無料)■バイク置場有(無料)■駐輪場有(無料)■
主要採光⾯:北東向き■特徴:⾓部屋,24時間利⽤可,天井⾼２.５ｍ以上■設備
:トイレ,オープンキッチン

ＪＲ千代⽥・常磐緩⾏線 柏 徒歩13分

物件番号：69606842034

賃 料 8.00万円
専有⾯積 48.00㎡

礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等
築年⽉ 1989年01⽉

■所在地：千葉県松⼾市和名ケ⾕ ■建物名：和名ヶ⾕倉庫 ■建物構造:Ｓ
ＲＣ■階建/階:4階建 1階部分■保険等:要■賃貸保証:利⽤可■契約期間:2年
■更新料:新賃料 0.5ヶ⽉■引渡し:相談■現況:空■取引態様:専任媒介■特
徴:スケルトン■設備:トイレ,収納スペース,シャッター⾬⼾,⽕災警報器（報
知機）

北総鉄道 秋⼭ 徒歩22分

物件番号：69597420045

賃 料 78,000円
建物名 染⾕ビル 402

間取り/専有⾯積 3DK 56.48㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 7,000円/⽉

駅近いから買物便利♪ 敷地内Ｐあります。

■所在地：千葉県松⼾市⽇暮５丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:7階建 4階部分■築年
⽉:1991年12⽉■備考:事務所としての相談可です。■保険等:要 2年15,000円■賃貸保
証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■契約期間:2年■
⼊居⽇:2016年7⽉上旬予定■現況:空家■取引態様:媒介■駐⾞場有(14,040円/⽉)■主
要採光⾯:南向き■特徴:外観タイル張り■設備:Ｂ・Ｔ別室,シャワー,追焚機能,トイレ,
洗⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,収納スペース,クローゼット,ダウンライト,室
内洗濯機置場,洗濯機置場,給湯,フローリング,クッションフロア,⽕災警報器（報知機
）,バルコニー

ＪＲ武蔵野線 新⼋柱 徒歩4分

物件番号：69519865054

賃 料 73,000円
建物名 アリカメゾンＡ 201

間取り/専有⾯積 3DK 51.97㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 3,000円/⽉

⼋柱駅徒歩２分！内外装綺麗です 公園前、２Ｆ東南⾓部屋です！！

■所在地：千葉県松⼾市⽇暮５丁⽬ ■建物構造:軽量鉄⾻造■階建/階:2階建 2階部分
■築年⽉:1991年02⽉■備考:ホームマイスター２４ ２年間１５，０００円 初期費
⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■保険等:要■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回
家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■契約期間:2年■更新料:新賃料 1.5ヶ⽉■⼊居⽇:
即時■現況:空家■取引態様:専任媒介■駐⾞場空無■主要採光⾯:南向き■特徴:事務所
使⽤可,⽇当り良好,隣接建物距離２ｍ以上,区画整理地内■設備:Ｂ・Ｔ別室,シャワー,
トイレ,洗⾯所,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,２⼝コンロ,収納スペース,シューズボックス,
室内洗濯機置場,都市ガス,出窓,クッションフロア,ＣＡＴＶ,シャッター⾬⼾,バルコニ
ー

新京成電鉄 ⼋柱 徒歩3分

物件番号：69561301010

有限会社稲葉商事
〒270-2253 千葉県松⼾市⽇暮５丁⽬２３９
TEL:047-385-6261 FAX:047-385-7970 定休⽇：⽔曜⽇

千葉県知事免許（８）第８５２９号

info@inabashoji.com
この図⾯は物件情報の⼀部を抜粋して掲載しております。付帯条件や別途料⾦等が発⽣する場合もありますのでご確認ください。図⾯と現況が異なる場合は、現況を優先します。

貸店舗(⼀部) 貸マンション

貸店舗・事務所(⼀括) 貸倉庫

貸マンション 貸アパート



賃 料 72,000円
建物名 染⾕ハイツ 202

間取り/専有⾯積 2DK 44.71㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 3,000円/⽉

駅から近く、買い物便利！！ ⽇当たり良好♪お部

■所在地：千葉県松⼾市東松⼾４丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:3階建 2階部分■
築年⽉:2002年03⽉■備考:ホームマイスター２４ ２年間１５，０００円 初期費⽤
少ない⽅⽉々タイプあります♪■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸
保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■契約期間:2年■⼊居⽇:即時■現況:
空家■取引態様:専任媒介■駐⾞場有(6,000円/⽉)■主要採光⾯:南向き■特徴:⽇当り
良好■設備:Ｂ・Ｔ別室,シャワー,トイレ,洗⾯所,ガスコンロ付,２⼝コンロ,クローゼッ
ト,シューズボックス,照明器具,洗濯機置場,全居室フローリング,エアコン,ＣＡＴＶ,モ
ニタ付インターホン,⽕災警報器（報知機）,バルコニー

ＪＲ武蔵野線 東松⼾ 徒歩5分

物件番号：69562426081

賃 料 6.80万円
専有⾯積 66.10㎡

礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 2ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費なし 雑費なし
築年⽉ 1976年12⽉

カウンターなどある居ぬきです ２階もあります。

■所在地：千葉県松⼾市⼩⾦原７丁⽬ ■建物名：渋⾕店舗 ■建物構造:⽊
造■階建/階:2階建 1階部分■保険等:要■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 
初回家賃総額８０％ ⽉々賃料総額３．２％■契約期間:3年■引渡し:相談
■現況:空■取引態様:専任媒介■駐⾞場有(5,000円/⽉)■特徴:⽇当り良好,
居抜き,24時間利⽤可,⼤型トラック搬⼊可■設備:Ｂ・Ｔ同室,トイレ,トイレ
２ヶ所,収納スペース

新京成電鉄 常盤平 徒歩20分

物件番号：69602751067

賃 料 68,000円
建物名 飯沼貸家 1

間取り/専有⾯積 3DK 60.00㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 2ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費3,000円/⽉

内ですきれいに仕上がってます。 ⽞関ドア新品

■所在地：千葉県松⼾市⽥中新⽥ ■建物構造:⽊造■階建/階:2階建■築年
⽉:1981年04⽉■備考:ホームマイスター２４ ２年間１５，０００円 初
期費⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証
:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■契約期間
:2年■⼊居⽇:即時■現況:空家■取引態様:専任媒介■駐⾞場有(6,000円/⽉)
■特徴:⽇当り良好,⾓部屋,閑静な住宅街■設備:Ｂ・Ｔ別室,シャワー,追焚機
能,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,収納スペース,シューズボックス,室内洗濯機置
場,給湯,プロパンガス,フローリング,テラス

ＪＲ武蔵野線 新⼋柱 徒歩18分

物件番号：31628606001

賃 料 64,000円
建物名 シャンテＫ 103

間取り/専有⾯積 3DK 67.00㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費なし 雑費なし

⽇当たり良好 マルエツ２分！⼩・中学校近い

■所在地：千葉県松⼾市常盤平６丁⽬ ■建物構造:⽊造■階建/階:2階建 1階部分■築
年⽉:1996年05⽉■備考:駐⾞場も⼀緒に借りる⽅でお願いします。 ホームマイスター
２４ ２年間１５，０００円 初期費⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■保険等:要 2
年15,000円■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３
％■契約期間:2年■⼊居⽇:即時■現況:空家■取引態様:貸主■駐⾞場有(6,000円/⽉)■
主要採光⾯:南向き■特徴:⽇当り良好■設備:Ｂ・Ｔ別室,シャワー,追焚機能,トイレ,洗
⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,床下収納,室内洗濯機置場,プロパンガス,エアコン,バルコニー

新京成電鉄 五⾹ 徒歩12分

物件番号：69526286015

賃 料 64,000円
建物名 コーポ⼭崎 2

間取り/専有⾯積 3DK 58.00㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし

⽇当りの良いテラスハウスです♪ 駐⾞場も完備。ご家族でどうぞ♪

■所在地：千葉県松⼾市五⾹６丁⽬ ■建物構造:⽊造■階建/階:2階建■築年⽉:1992
年08⽉■備考:⼦育て環境良好です。 ホームマイスター２４ ２年間１５，０００円
 初期費⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊
要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■契約期間:2年■更新料:
新賃料 1ヶ⽉■⼊居⽇:相談■現況:空家■取引態様:専任媒介■駐⾞場有(5,000円/⽉)■
駐輪場有■主要採光⾯:南向き■特徴:⼆⼈⼊居可,⽇当り良好,振分■設備:Ｂ・Ｔ別室,
トイレ,洗⾯所,洗⾯台,ガスコンロ可,床下収納,電話,照明器具,室内洗濯機置場,給湯,プ
ロパンガス,フローリング,エアコン,バルコニー,庭

新京成電鉄 五⾹ 徒歩6分

物件番号：31770440001

賃 料 6.00万円
専有⾯積 60.00㎡

礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費なし 雑費なし
築年⽉ 1971年10⽉

駅から３分！商店街です♪ 業種ご相談のります！！

■所在地：千葉県松⼾市常盤平５丁⽬ ■建物名：信功ビラハイム 303 ■
建物構造:鉄⾻造■階建/階:7階建 3階部分■備考:事務所・マッサージ店や
塾に最適です！！■保険等:要■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃
総額８０％ ⽉々賃料総額３．２％■契約期間:3年■引渡し:相談■現況:空
■取引態様:専任媒介■特徴:スケルトン■設備:トイレ,エレベーター

新京成電鉄 五⾹ 徒歩3分

物件番号：69607102014

有限会社稲葉商事
〒270-2253 千葉県松⼾市⽇暮５丁⽬２３９
TEL:047-385-6261 FAX:047-385-7970 定休⽇：⽔曜⽇

千葉県知事免許（８）第８５２９号

info@inabashoji.com
この図⾯は物件情報の⼀部を抜粋して掲載しております。付帯条件や別途料⾦等が発⽣する場合もありますのでご確認ください。図⾯と現況が異なる場合は、現況を優先します。

貸マンション 貸住付店舗(⼀括)

貸⼾建住宅 貸アパート

貸テラスハウス 貸店舗(⼀部)



賃 料 60,000円
建物名 第⼆コーポ末広 201

間取り/専有⾯積 2DK 50.00㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし

駅近！買物便利♪ エアコン・ウォシュレット付♪

■所在地：千葉県松⼾市稔台 ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:3階建 2階部分
■築年⽉:1991年10⽉■備考:⼩さなお⼦さんいる⽅、不可です。 ホームマ
イスター２４ ２年間１５，０００円 初期費⽤少ない⽅⽉々タイプあり
ます♪■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家
賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■契約期間:2年■⼊居⽇:即時■現況:空家
■取引態様:専任媒介■駐⾞場近有(10,000円/⽉)■特徴:⽇当り良好,⾓部屋,
振分■設備:Ｂ・Ｔ別室,シャワー,追焚機能,温⽔洗浄便座,洗⾯台,洗⾯所独⽴
,ガスコンロ可,室内洗濯機置場,都市ガス,エアコン

新京成電鉄 みのり台 徒歩3分

物件番号：32152605001

賃 料 58,000円
建物名 ＶＩＬＬＡ若芝 201

間取り/専有⾯積 3DK 52.00㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 2,000円/⽉

⾓部屋です。Ｐあります。 ペット相談可♪値下げしました♪

■所在地：千葉県松⼾市⼩⾦原５丁⽬ ■建物構造:軽量鉄⾻造■階建/階:2
階建 2階部分■築年⽉:2000年05⽉■備考:ホームマイスター２４ ２年間
１５，０００円 初期費⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■保険等:要 2年
15,000円■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃
料総額３％■契約期間:2年■⼊居⽇:即時■現況:空家■取引態様:媒介■ペ
ット相談(猫/⽝不可)■駐⾞場有(7,000円/⽉)■特徴:⽇当り良好,閑静な住宅
街■設備:Ｂ・Ｔ別室,シャワー,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,シューズボックス,
室内洗濯機置場,都市ガス,シャッター⾬⼾,バルコニー

新京成電鉄 常盤平 徒歩24分
バス停 久保下・若芝 停歩5分

物件番号：69545523041

賃 料 57,000円
建物名 メゾン⽇の出 302

間取り/専有⾯積 2DK 48.00㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 なし

２駅利⽤ バス停近くです♪

■所在地：千葉県松⼾市牧の原２丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:3階建 
3階部分■築年⽉:1987年03⽉■備考:ホームマイスター２４ ２年間１５
，０００円 初期費⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■保険等:要 2年15,5
00円■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総
額３％■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居⽇:相談■現況:空家■取
引態様:専任媒介■駐⾞場近有(10,800円/⽉)■主要採光⾯:南向き■特徴:⼆
⼈⼊居可,⽇当り良好,⾓部屋,閑静な住宅街■設備:Ｂ・Ｔ別室,シャワー,洗⾯
所独⽴,ガスコンロ可,収納スペース,室内洗濯機置場,給湯,都市ガス

ＪＲ武蔵野線 新⼋柱 徒歩12分

物件番号：56626207001

賃 料 55,000円
建物名 パレスヒルシンボリーⅡ 2F

間取り/専有⾯積 2DK 44.00㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費なし

ペット可物件です。Ｐあります。 家賃⼤きく値さげしました。

■所在地：千葉県松⼾市千駄堀 ■建物構造:ＲＣ■階建/階:3階建 3階部分■築年⽉:19
90年09⽉■備考:ペットの場合、敷⾦２ヶ⽉になります。 ホームマイスター２４ ２
年間１５，０００円 初期費⽤少ない⽅⽉々８００円タイプあります♪■保険等:要 2
年15,000円■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３
％■契約期間:2年■⼊居⽇:即時■現況:空家■取引態様:専任媒介■ペット相談■駐⾞
場有(5,000円/⽉)■駐輪場有■フリーレント:1ヶ⽉■主要採光⾯:南向き■特徴:⾼齢者
相談,⽇当り良好,⾓部屋,閑静な住宅街■設備:Ｂ・Ｔ別室,シャワー,トイレ,洗⾯所,洗⾯
台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,収納スペース,室内洗濯機置場,洗濯機置場,給湯,プロパン
ガス,ロフト,出窓,フローリング,バルコニー

ＪＲ武蔵野線 新⼋柱 徒歩19分

物件番号：69606545061

賃 料 55,000円
建物名 パレスヒルシンボリーⅡ ２Ｆ ３Ｆ

間取り/専有⾯積 2DK 44.00㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費なし

ペット可物件です。Ｐあります。 家賃⼤きく値さげしました。

■所在地：千葉県松⼾市千駄堀 ■建物構造:ＲＣ■階建/階:3階建 3階部分■築年⽉:19
90年09⽉■備考:ペットの場合、敷⾦２ヶ⽉になります。 ホームマイスター２４ ２
年間１５，０００円 初期費⽤少ない⽅⽉々８００円タイプあります♪■保険等:要 2
年15,000円■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３
％■契約期間:2年■⼊居⽇:即時■現況:空家■取引態様:専任媒介■ペット相談■駐⾞
場有(5,000円/⽉)■駐輪場有■フリーレント:1ヶ⽉■主要採光⾯:南向き■特徴:⾼齢者
相談,⽇当り良好,⾓部屋,閑静な住宅街■設備:Ｂ・Ｔ別室,シャワー,トイレ,洗⾯所,洗⾯
台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,収納スペース,室内洗濯機置場,洗濯機置場,給湯,プロパン
ガス,ロフト,出窓,フローリング,バルコニー

ＪＲ武蔵野線 新⼋柱 徒歩19分

物件番号：31567426001

賃 料 52,000円
建物名 北丘ハイツＢ棟 １０１

間取り/専有⾯積 3K 46.36㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 2,000円/⽉ 共益費なし 雑費なし

買物便利・駐⾞場あり♪ 建て替えなど短期契約相談可♪

■所在地：千葉県柏市南逆井４丁⽬ ■建物構造:⽊造■階建/階:2階建■築
年⽉:1993年08⽉■備考:値下げしました♪ ホームマイスター２４ ２年間
１５，０００円 初期費⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■保険等:要 2年
15,000円■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃
料総額３％■鍵交換代等:有 12,600円〜■契約期間:2年■更新料:新賃料 
0.5ヶ⽉■⼊居⽇:即時■現況:空家■取引態様:専任媒介■駐⾞場有(6,000円
/⽉)■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:⻄向き■特徴:⽇当り良好,⾓部屋,閑静な
住宅街■設備:Ｂ・Ｔ別室

新京成電鉄 五⾹ 徒歩15分

物件番号：36211224001

有限会社稲葉商事
〒270-2253 千葉県松⼾市⽇暮５丁⽬２３９
TEL:047-385-6261 FAX:047-385-7970 定休⽇：⽔曜⽇

千葉県知事免許（８）第８５２９号

info@inabashoji.com
この図⾯は物件情報の⼀部を抜粋して掲載しております。付帯条件や別途料⾦等が発⽣する場合もありますのでご確認ください。図⾯と現況が異なる場合は、現況を優先します。

貸マンション 貸アパート

貸マンション 貸マンション

貸マンション 貸テラスハウス



賃 料 51,000円
建物名 ハイツ⼩⾦原 ２０３

間取り/専有⾯積 3DK 51.00㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 2,000円/⽉

敷地内駐⾞場あります！ ペット相談可♪Ｐ２台可。

■所在地：千葉県松⼾市⼩⾦原５丁⽬ ■建物構造:軽量鉄⾻造■階建/階:2階建 1階部
分■築年⽉:1999年05⽉■備考:ホームマイスター２４ ２年間１５，０００円 初期
費⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:加⼊要 ⽇本
賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■契約期間:2年■⼊居⽇:即時■現
況:空家■取引態様:媒介■ペット相談(猫/⽝不可)■駐⾞場有(7,000円/⽉)■バイク置場
有(無料)■駐輪場有(無料)■特徴:⽇当り良好■設備:Ｂ・Ｔ別室,シャワー,追焚機能,温
⽔洗浄便座,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,シューズボックス,室内洗濯機置場,都市ガス,出
窓,フローリング,シャッター⾬⼾,バルコニー

新京成電鉄 常盤平 徒歩25分

物件番号：69569306042

賃 料 50,000円
建物名 コーポ清 201

間取り/専有⾯積 1LDK 28.00㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 2ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 2,000円/⽉

■所在地：千葉県松⼾市千駄堀 ■建物構造:⽊造■階建/階:2階建 2階部分
■築年⽉:1981年01⽉■備考:ホームマイスター２４ ２年間１５，０００
円 初期費⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■保険等:要■賃貸保証:加⼊要
⽇本賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■契約期間:2年■
⼊居⽇:即時■現況:空家■取引態様:専任媒介■駐⾞場有(6,000円/⽉)■特
徴:⽇当り良好■設備:Ｂ・Ｔ別室,シャワー,ガスコンロ可,収納スペース

新京成電鉄 松⼾新⽥ 徒歩19分

物件番号：36544664001

賃 料 5.00万円
専有⾯積 68.17㎡

礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費なし 雑費なし
築年⽉ 1977年05⽉

店舗、事務所、倉庫などもＯＫ

■所在地：千葉県鎌ケ⾕市東道野辺７丁⽬ ■建物名：根本貸家 ■建物構造
:⽊造■階建/階:2階建■備考:ホームマイスター２４ ２年間１５，０００
円 初期費⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■保険等:要 2年15,000円■賃
貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■契
約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■引渡し:即時■現況:空■取引態様:専任
媒介■特徴:⽇当り良好■設備:Ｂ・Ｔ別室,シャワー,トイレ,収納スペース,室
内洗濯機置場,プロパンガス,シャッター⾬⼾

東武野⽥線 ⾺込沢 徒歩16分

物件番号：69552327033

賃 料 49,000円
建物名 アリカメゾンＢ 102

間取り/専有⾯積 1K 21.28㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 2,000円/⽉

駅近２分！内装は清潔感ある⽩。 お部屋への扉は⾼級感ある扉です

■所在地：千葉県松⼾市⽇暮５丁⽬ ■建物構造:軽量鉄⾻造■階建/階:2階建 1階部分
■築年⽉:1991年02⽉■備考:ホームマイスター２４ ２年間１５，０００円 初期費
⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃
貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■契約期間:2年■⼊居⽇:即時■現況
:空家■取引態様:専任媒介■駐⾞場近有(16,200円/⽉)■バイク置場有(無料)■駐輪場有
(無料)■主要採光⾯:南向き■特徴:⽇当り良好,隣接建物距離２ｍ以上,区画整理地内■
設備:Ｂ・Ｔ別室,シャワー,トイレ,洗⾯台,ガスコンロ可,収納スペース,全居室収納,クロ
ーゼット,シューズボックス,室内洗濯機置場,給湯,都市ガス,エアコン,ＣＡＴＶ,シャッ
ター⾬⼾,バルコニー

新京成電鉄 ⼋柱 徒歩2分

物件番号：69561272031

賃 料 45,000円
建物名 コーポ良元 102・202

間取り/専有⾯積 2DK 36.45㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 2,000円/⽉

⾓部屋 ⽇当たり良好 ２Ｆは２部屋洋室です。

■所在地：千葉県松⼾市新松⼾７丁⽬ ■建物構造:⽊造■階建/階:2階建 1階部分■築
年⽉:1990年04⽉■備考:⼤きく値下げしました！！ ペットの場合は敷⾦＋⼀ヶ⽉  
  ホームマイスター２４ ２年間１５，０００円 初期費⽤少ない⽅⽉々タイプあ
ります♪■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:利⽤可 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額３
０％ ⽉々賃料総額３％■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居⽇:即時■現況:
空家■取引態様:専任媒介■ペット相談■特徴:⽇当り良好,⾓部屋,閑静な住宅街■設備
:Ｂ・Ｔ別室,追焚機能,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,収納スペース,シューズボックス,床下
収納,室内洗濯機置場,シャッター⾬⼾

ＪＲ武蔵野線 南流⼭ 徒歩10分

物件番号：21858691001

賃 料 45,000円
建物名 第⼀コーポ末広 202

間取り/専有⾯積 1DK 40.00㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 2ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし

トイレ（ウォシュレット付き）♪ 買い物便利です！！

■所在地：千葉県松⼾市稔台 ■建物構造:⽊造■階建/階:2階建 2階部分■
築年⽉:1991年10⽉■備考:買い物・銀⾏近くて便利です ホームマイスター
２４ ２年間１５，０００円 初期費⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■
保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額３
０％ ⽉々賃料総額３％■契約期間:2年■⼊居⽇:即時■現況:空家■取引態
様:専任媒介■駐⾞場空無(10,000円/⽉)■特徴:⽇当り良好■設備:Ｂ・Ｔ別
室,シャワー,追焚機能,トイレ,温⽔洗浄便座,ガスコンロ可,室内洗濯機置場,
洗濯機置場,都市ガス,エアコン,バルコニー

新京成電鉄 みのり台 徒歩6分

物件番号：32490802001

有限会社稲葉商事
〒270-2253 千葉県松⼾市⽇暮５丁⽬２３９
TEL:047-385-6261 FAX:047-385-7970 定休⽇：⽔曜⽇

千葉県知事免許（８）第８５２９号

info@inabashoji.com
この図⾯は物件情報の⼀部を抜粋して掲載しております。付帯条件や別途料⾦等が発⽣する場合もありますのでご確認ください。図⾯と現況が異なる場合は、現況を優先します。
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賃 料 40,000円
建物名 ワンズコア⼋柱 １０２

間取り/専有⾯積 1K 22.00㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし

エアコン・ミニ冷蔵庫付 ⽇当り良好

■所在地：千葉県松⼾市河原塚 ■建物構造:⽊造■階建/階:2階建 1階部分
■築年⽉:2006年01⽉■備考:ホームマイスター２４ ２年間１５，０００
円 初期費⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■保険等:要 2年15,000円■賃
貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■鍵
交換代等:有 25,200円〜■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居⽇:
即時■現況:空家■取引態様:専任媒介■駐⾞場近有(5,000円/⽉)■特徴:⽇
当り良好■設備:Ｂ・Ｔ別室,シャワー,シューズボックス,冷蔵庫,照明器具,室
内洗濯機置場,都市ガス,エアコン,モニタ付インターホン,シャッター⾬⼾

新京成電鉄 ⼋柱 徒歩10分

物件番号：36644887001

賃 料 37,000円
建物名 コーポ川島 5号室

間取り/専有⾯積 1DK 28.00㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし

駐⾞場２台可 コンビニ２分・郵便局６分

■所在地：千葉県鎌ケ⾕市くぬぎ⼭３丁⽬ ■建物構造:⽊造■階建/階:2階
建 2階部分■築年⽉:1982年01⽉■備考:ホームマイスター２４ ２年間１
５，０００円 初期費⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■保険等:要 2年15
,000円■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料
総額３％■契約期間:2年■⼊居⽇:即時■現況:空家■取引態様:媒介■⼥性
限定■駐⾞場有(3,000円/⽉)■特徴:⽇当り良好,⾓部屋■設備:Ｂ・Ｔ別室,
シャワー,追焚機能

新京成電鉄 くぬぎ⼭ 徒歩9分

物件番号：36575317001

賃 料 35,000円
建物名 中村ホームズ 101

間取り/専有⾯積 ワンルーム 17.39㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 3,000円/⽉

Ｈ２７、２⽉ 耐震⼯事済です。 ワンルームですが⼤きな収納。

■所在地：千葉県松⼾市⽇暮３丁⽬ ■建物構造:⽊造■階建/階:2階建 1階部分■築年
⽉:1985年04⽉■備考:⼊居者 年齢制限あります。 フリーレント相談可♪ホームマイ
スター２４ ２年間１５，０００円 初期費⽤少ない⽅⽉々タイプあります♪■ハウ
スクリーニング：35,000円/⽉ ■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:加⼊要 ⽇本賃貸
保証 初回家賃総額３０％ ⽉々賃料総額３％■契約期間:2年■更新料:新賃料 1.5ヶ
⽉■⼊居⽇:即時■現況:空家■取引態様:専任媒介■特徴:⽇当り良好,⾓部屋■設備:Ｂ
・Ｔ同室,洗⾯台,ガスコンロ可,収納スペース,室内洗濯機置場,都市ガス,フローリング,
エアコン

新京成電鉄 ⼋柱 徒歩5分

物件番号：69568575083

有限会社稲葉商事
〒270-2253 千葉県松⼾市⽇暮５丁⽬２３９
TEL:047-385-6261 FAX:047-385-7970 定休⽇：⽔曜⽇

千葉県知事免許（８）第８５２９号

info@inabashoji.com
この図⾯は物件情報の⼀部を抜粋して掲載しております。付帯条件や別途料⾦等が発⽣する場合もありますのでご確認ください。図⾯と現況が異なる場合は、現況を優先します。
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